
あんしん関連事業 すこやか関連事業 いきいき関連事業 ふるさと関連事業 コミュニティ協議会　会議・広報等

・自治会活動支援事業 ・集団検診等周知・啓発　　 ・分別収集推進事業 ・あいさつ運動　 生涯学習講座
（牟礼地区連合自治会） ・元気を広げるつどい　　　 （衛生組合協議会） ・交通安全街頭キャンペーン ・コミュニティセンター講座

・健康教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・喫茶あんだら話（毎週木曜日） ・ボランティア事業 （牟礼コミュニティセンター、大町コミュニティセンター）

・各防災会活動の支援、連携・助言 （牟礼地区保健委員会） （月一ボランティア） （牟礼町婦人会） ・家庭教育学級
・防災意識向上啓発 ・あいさつ運動　　　 ・むれ“ふれあい・いきいき”サロン事業 ・作品展 (各小学校、幼稚園　取り纏め牟礼コミュニティセンター)

（自主防災組織連合会） ・立哨，巡回パトロール，見守り活動 ・小地域サロン活動 （文化協会むれ）

（牟礼中ＰＴＡ・牟礼三小学校ＰＴＡ・健全育成） ・友愛訪問 ・ＤＯＩＹＡ！練習、出演　　　　　　　　　　　　　　
・交通安全教室 ・青色防犯パトロールカーによる巡回指導　　　　　　 ・共同募金活動 （牟礼町青年会）

・交通安全街頭キャンペーン (牟礼北小健全育成） ・地域福祉活動推進事業 ・源平史跡ＰＲ
（交通安全協会・交通安全母の会） ・校区体育施設開放事業 （牟礼地区社会福祉協議会） ・源平史跡、保存、清掃活動

（学校体育施設開放運営委員会） ・友愛訪問 ・ふるさと学習
・料理講習会　・食育事業，子育て支援事業 ・施設友愛訪問手芸品づくり ・ボランティア育成

（食生活改善推進協議会） ・世代交流活動 （むれ源平まちづくり協議会）

・校庭芝生化推進事業　　　　　　　　　　　　 ・交通安全活動 ・ふるさと探訪ウオーク
（牟礼北小芝生を守る会） ・交通安全無言キャンペーン ・平家物語を読む会

・学校支援ボランティア事業　　　 （牟礼地区老人クラブ連合会） （文化財保護協会）

（牟礼三校区小学校ＰＴＡ・牟礼中ＰＴＡ） ・廃食油回収事業
・子ども会行事，イベントへの派遣 (廃食油回収グループめだか)

（ジュニア・リーダークラブ）

・スポーツ大会，教室の開催　　　　　
（むれスポーツクラブ）

・ほたる幼虫の飼育，小川の維持、管理
(牟礼南小学校ＰTA)

・高齢者寝たきり、一人暮らし,見守り調査
・高齢者・児童虐待状況調査支援
・災害時要援護者調査支援
・青少年健全育成支援（巡視活動、あいさつ運動）
・牟礼地区子ども食堂手伝い（月２回）
・県下一斉街頭補導活動
・敬老会及び敬老祝い金（88歳・99歳以上）対象者の調査
・社協たすけ合い金庫運営・生活資金等の貸付
・安心キット普及

　　　　　　（民生委員児童委員協議会）

・あいさつ運動
（牟礼中ＰＴＡ）

・健康づくり事業（体操・食育・ウォ-ク・子育て・働く女性）
・健康チャレンジ２０２１事業

（健康づくり事業実行委員会）

２５日・屯所点検 ・はらハラ腹相撲（中止） １８日●第１回牟礼地区一斉清掃 ・道の駅植栽 ・企画調整会議
（消防団牟礼分団） （ジュニア・リーダークラブ） (牟礼地区衛生組合協議会) （牟礼町婦人会） ・「ほっと通信むれ　」発行

１０日・春の全国交通安全運動における ・道の駅清掃作業
「交通事故死ゼロを目指す」街頭大キャンペーン（中止） ・マリーゴールド育苗セット配布

（交通安全協会・交通安全母の会） （牟礼香川グリーンクラブ）

・自転車の安全利用の促進
（交通安全協会）

・コミセンだより　５月１日号発行

２７日・高松市総合防災訓練 ２１日・成人健康教育「頭痛・腰痛」 ・道の駅「マリーゴールド」の苗配布・植栽　 ・女性教室 ・夏休みこども教室チラシ発行
（消防団牟礼分団）　 （牟礼地区保健委員会） （牟礼香川グリーンクラブ） （牟礼町婦人会） ・役員会

・高齢者交通安全教室（牟礼グランド・ゴルフ愛球会） ・体育祭　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　 １６日・「うみかぜマルシェ」

（交通安全協会） (牟礼中ＰＴＡ) （夢励人プロジェクト」

・野菜たっぷり生活講座
（食生活改善推進協議会）

・ほたる鑑賞会
（牟礼南小学校ＰＴＡ）

・県民総ぐるみ運動 ・子ども会モノ作り体験 ・女性教室 ・「ほっと通信むれ　」発行
「シートベルト着用・自転車の安全利用」街頭キャンペーン （牟礼北校区子ども会） （牟礼町婦人会） ・コミセンだより　７月１日号発行

（交通安全協会・交通安全母の会） ・健康体操
（健康づくり事業実行委員会）

・ディキャンプ・着衣水泳
（牟礼校区子ども会）

・夏休み子ども会キャンプ
（南小校区子ども会）

・成人健康教育「脂質異常」
（牟礼地区保健委員会）

・ファイヤ－研修会
・牟礼校区・牟礼南校区子ども会キャンプ

（ジュニア・リーダークラブ）

通年

6月

7月

5月

4月

議案第3号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年度  むれコミュニティ協議会関係事業計画（案）

 ２０  　　　　　・



議案第3号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年度  むれコミュニティ協議会関係事業計画（案）
・おいでまい祭り（雑踏警備） ・おいでまい祭り（巡視） ●２０２１おいでまい祭り ・企画調整会議

（消防団牟礼分団） （健全育成） （おいでまい祭り実行委員会）

・各地区防災会管理倉庫点検 ・健康体操
（自主防災組織連合会） （健康づくり事業実行委員会） ●むれ源平石あかりロード

・.高齢者訪問 ２３日・成人健康教育「女性のがん」 （むれ源平まちづくり協議会）

(交通安全母の会) （牟礼地区保健委員会）

・反射材着用啓発街頭キャンペーン ・芝生の上の夕暮れコンサート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●第２回牟礼地区一斉清掃　 ・子供神相撲，ちびっこタオル相撲大会　　　　 ・企画調整会議
（交通安全協会・交通安全母の会） （牟礼北小芝生を守る会） (牟礼地区衛生組合協議会) (田井子供神相撲保存会，田井自治会) ・コミセンだより　９月１日号発行

・親子ふれあい奉仕活動 ・牟礼地区敬老会事業 ・田井子供神相撲奉納と相撲大会応援活動
・牟礼地区敬老会事業 （牟礼中ＰＴＡ） （自治会・社会福祉協議会・民選委員会・コミュニティ協議会） （文化財保護協会）

（牟礼地区連合自治会・各自治会） ・健康体操 ・牟礼中ふるさと学習
１２日・小学校区防災訓練 （健康づくり事業実行委員会） （むれ源平まちづくり協議会・文化財保護協会）

（自主防災組織連合会・消防団牟礼分団） ・ディキャンプ ・交通安全街頭キャンペーン
（ジュニア・リーダークラブ） （牟礼町婦人会）

・消防操法大会 ●穴場写真コンテスト
（消防団牟礼分団）　 （縁が輪プロジェクト実行委員会）

３１日・消防連合演習　　　　　　　　　 ２４日●「元気になろうＤＡＹ！inむれ２０２１」 ・ふるさとウォ-ク ・「ほっと通信むれ　」発行
（消防団牟礼分団）　 （むれスポーツクラブ） ・牟礼中ふるさと学習 ・企画調整会議

・マスコット街頭キャンペーン ・野菜たっぷり生活講座 （文化財保護協会牟礼分会）

（交通安全母の会） （食生活改善推進協議会） ・女性教室
・救命講習会 ・ふるさと学習 （牟礼町婦人会）

（自主防災組織連合会） ・オープンスクール
(牟礼中ＰＴＡ)

・ネイチャ―ゲーム・クラフト研修
（ジュニア・リーダークラブ）

・健康体操
（健康づくり事業実行委員会）

・むれコミュニティ祭り交通安全キャンペーン　　　　　 ・ふるさとまつり 10月1日～12月31日・赤い羽根共同募金活動 　　 ●むれコミュニティ祭り ・企画調整会議
(交通安全協会） （牟礼小・牟礼北・牟礼南小子ども会・健全育成・ＰＴＡ） （牟礼地区社会福祉協議会） （むれコミュニティ祭り実行委員会） ・コミセンだより　１１月１日号発行

・むれコミュニティ祭り防災啓発 ・むれコミュニティ祭り（健康まるごとチェック・チェックデー） ・ビオラの配布全域 ・ふるさとまつり（三校区）
・防災倉庫の資材点検 （牟礼地区保健委員会・食生活改善推進協議会） ・道の駅清掃作業 ・むれコミュニティ祭り（バザー）

（自主防災組織連合会） ・３校区合同逃走中　　　　　　　　 （牟礼香川グリーンクラブ） （牟礼町婦人会）

・自転車安全運転講習会 （牟礼三校区子ども会・ジュニア・リーダクラブ） ・ふるさとウォ-ク
（交通安全母の会） ・むれコミュニティ祭り （文化財保護協会牟礼分会）

２４日・高松市震災対策訓練 ・ふるさとまつり（牟礼小）
９～１５日・火災予防運動関連行事     　　 （ジュニア・リーダークラブ）

（自主防災組織連合会・消防団牟礼分団） ・牟礼南『映画＆ほたる祭り』
(牟礼南小学校ＰTA)

・健康体操
（健康づくり事業実行委員会）

・年末年始の交通安全県民運動街頭キャンペーン ・クリスマス会 ・クリスマス会 1日●栗山祭　          　　　　    ・企画調整会議
（交通安全協会，交通安全母の会） （ジュニア・リーダークラブ） (心身障害児者育成会) （栗山顕彰会）

２７～３０日・地区内年末警戒 ・親子クッキング講習 ・道の駅ビオラ・パンジーの植栽 ●こ～りゃんせ２０２１
（消防団牟礼分団・自主防災組織連合会） （食生活改善推進協議会） （牟礼香川グリーンクラブ） （むれ百年会・青年会・商工会）

・道の駅植栽
・高松北警察署慰問 ・健康体操 ・環境にやさしい、正月寄せ植え

（交通安全母の会） （健康づくり事業実行委員会） （牟礼町婦人会）

●餅つき大会
（縁が輪プロジェクト実行委員会）

９日・市消防出初式   　　　　　 ・健康体操 ・「ほっと通信むれ　」発行
（消防団牟礼分団・自主防災組織連合会） （健康づくり事業実行委員会） ・コミセンだより　１月１日号発行

３日・牟礼地区成人式 ・企画調整会議
・交通安全祈願祭 （牟礼地区成人式実行委員会）

（交通安全協会） ・カキフォーラム２０２２         　　　　　　　　
・文化財火災消火訓練 （むれ百年会）

（消防団牟礼分団）

・林野火災防御訓練      　　 ・３校区対抗　ドッジボール大会 ●源平の里クリーン作戦（不法投棄撲滅） ・ひなまつり会　　　　　　     　　　　　　　　　　　 ・役員会　
 (消防団牟礼分団) （牟礼三校区子ども会） (牟礼地区衛生組合協議会) （牟礼町婦人会） ・管理運営委員会

・避難所運営訓練 ・健康体操 ・道の駅清掃作業
（自治会・消防団・コミ協） （健康づくり事業実行委員会） （牟礼香川グリーンクラブ）

・新春子どもフェスティバル
・三校区（ドッジボール大会）

（ジュニア・リーダークラブ）

１～７日・火災予防運動関連行事     　　 ・スポーツＧＯＭＩ拾い大会 ・料理教室 １９日・継信・真念墓前祭　　　　　　　　　　 ・役員会　
    　　 (消防団牟礼分団) （牟礼三校区子ども会） (心身障害児者育成会) （文化財保護協会） ・企画調整会議　

・レクレーション研修 ・道の駅清掃作業 ・コミセンだより　３月１日号発行
（ジュニア・リーダークラブ） （牟礼香川グリーンクラブ）

・健康体操
（健康づくり事業実行委員会）

9月

3月

2月

1月

12月

11月

8月

10月

 ２０  　　　　　・


